更新日 2016 年 4 月 25 日

「推奨マーク制度」申請要項
■「推奨マーク制度」の主旨
一般社団法人日本スーパーフード協会は、スーパーフードの健全なるプラットフォームづくりをめざ
し、安心・安全で品質のよいスーパーフード系商品の開発や販売に真摯に取り組まれている法人の事業
の発展と消費者への情報提供の一助となることを目的に、本協会の「推奨マーク」を付与する制度の運
用をスタートいたしました。これにより、消費者の皆様に本物のスーパーフードの魅力に触れていただ
く機会を増やすことで、日本におけるスーパーフードの普及・啓発、並びに、永続的な定着を図ってい
くことを目的とします。
また、本協会では、
“Superfoods is Lifestyle”をテーマに掲げ、スーパーフードを単なる従来型の健
康食品の１つとしてではなく、21 世紀の未来型の食文化・ライフスタイルの１カテゴリーとして捉え、
スーパーフードの栄養・健康成分や彩りの美しさを活かした新しい食し方や加工方法を探求し、仕事・
運動・美容・医療・子育て・教育など衣食住をとりまく暮らしの様々なシーンでスーパーフードを美味
しくスタイリッシュに取り入れることのできる商品を創出することにより、人々の健康と生活の質の向
上を図ることを目指しています。

【 「推奨マーク」のデザイン について 】
自然環境が豊かなグリーンの地球をベースに、
スーパーフードを育む太陽をシンボルマークに
みたてた本協会のロゴをアレンジしています。

※「ＪＳＡ（ジェイ・エス・エー）
」は、
日本スーパーフード協会の英文表記である
Japanese Superfoods Association の略称。
※マークの色は基本となるグリーンの他に
ブルーも選択可。

■申請資格
・
「推奨マーク制度」への申請資格は、日本スーパーフード協会の「法人賛助会員」に限定とします。
・非会員の場合は、申請前に本協会指定の「法人賛助会員 入会申込書」を提出し、審査を経て会員資
格を取得することが必須となります。入会の審査においては、書類審査のあと、ご担当者との面談を
行うことを基本とし、双方の理解を深めた上で進行していきます。
▼法人賛助会員のご案内・入会申込書
http://www.superfoods.or.jp/wp-content/uploads/2015/01/7c91576d9218d8bc9eacd67a21ff74ef.pdf

■対象商品・審査基準
本協会が「推奨マーク」を付与する対象商品（※１）、及び、審査基準は下記のとおりです。
・本協会が「推奨マーク制度」の対象品目として定めたスーパーフードを約 100％原材料とした食品。
・加工食品の場合は、対象品目を 10％以上原材料に含む食品。
1 種類に限らず、複数の対象品目の合算が 10％以上でも可
・トレーサビリティが明確であり、安心・安全であることが担保できること。
・見た目やマインドに魅力があること。
・その他（法人のコンプライアンス etc.）
（※１）既存商品のリニューアルや新たに開発する商品の監修等を協会に委託することも可。

「推奨マーク制度」の対象品目リスト
プライマリー
スーパーフード
1

スピルリナ

スーパーフード

雑穀スーパーフード

11 ノニ

22

ピタヤ

33 アマランサス

2 アサイー

12 生はちみつ

23

クプアス

34 キヌア

3 カカオ

13 ビーポーレン

24

シーバックソーン

35 ひえ

4 カムカム

14 アロエベラ

25

タイガーナッツ

36 あわ

5 ココナッツ

15 ウコン

26

アマニ

37 きび

6 クコの実

16 ケール

27

エゴマ

38 高きび

7 プロッコリー

17 マキベリー

28

サチャインチ

39 大麦

18 ゴールデンベリー

29

アボカド

40 はと麦

8 マカ

19 マルベリー

30 ビーツ

41 そばの実

9 チアシード

20 メスキート

31

アーモンド

42 赤米

10

21

32

クルミ

43 黒米

スーパースプラウト

ヘンプシード

ルクマ

※2016 年 4 月現在。対象品目は予告なく更新されることがあります。
※対象品目リストについては、
「本協会が日本で優先して推奨したいスーパーフード」
ということを基準に選定しています。スーパーフードの市況は常に変化・進化して
いるため、新しいスーパーフードを加えるなど更新を行っていきます。

■「推奨マーク」の付与に係る費用
新規のとき

更新のとき

有効期間に
よる種別
申請料
付与登録料

合計

１年契約型

２年契約型

１年契約型

２年契約型

54,000

54,000

54,000

54,000

324,000

486,000

162,000

324,000

1 年分の合計

2 年分の合計

1 年分の合計

378,000

540,000

216,000

2 年分の合計

378,000

2016 年 4 月現在。 単位：円（消費税８％込）税率は消費税の改訂の伴い変更します。
１．
【有効期間による種別】について
・申請時に、対象商品の付与登録の有効期間について、「１年契約型」か「２年契約型」の
どちらかを選択してください。
２．
【申請料】について
・
「推奨マーク」への新規の応募時および更新時に、協会事務局からのご請求に基づき
お振込みください。申請料のお振込みを確認した上で、審査・更新手続きを開始いたします。
審査の結果に関わらず必要となり返却いたしません。
３．
【付与登録料】について
・
「推奨マーク」付与適格の決定を受けたら、協会事務局からの請求に基づき、付与登録料を
一括振込みにて納めてください。
・対象商品と同じシリーズで複数の商品への付与を申請する場合などは別途御見積いたします。
４．その他の留意事項
・有効期間中に商品の販売が終了した場合でも費用は返却いたしません。
・付与登録期間中に商品に著しい変更等が生じた場合は協会事務局にご連絡ください。
必要に応じて審査を再度実施し、再申請の料金を請求いたします。
・法人のコンプライアンス違反や付与登録商品のリコールなどが生じた場合は、原則として
付与登録の資格を取消すこととしますが費用は返却いたしません。
・推奨マークの付与登録期間は、本協会の賛助法人会員であることが必須条件となります。
賛助法人会員の年会費は別途必要となります。

■申請方法
「推奨マーク」の申請方法について説明いたします。
１．非会員の場合は、申請前に本協会指定の「法人賛助会員 入会申込書」を提出し、
書類審査・面談を経て会員資格を取得してください。
▼法人賛助会員のご案内・入会申込書
http://www.superfoods.or.jp/wp-content/uploads/2015/01/7c91576d9218d8bc9eacd67a21ff74ef.pdf
２．予め申請の意向を協会事務局までご連絡ください。本協会指定の「推奨マーク申請用紙」を送付い
たします。
＜

申請資料 ＞

① 本協会指定の「推奨マーク申請用紙」 … １部
申請の意向を協会事務局までご連絡いただいた会員のご担当者様へ送付いたします。
② 商品規格書 … ２部
成分分析表、原材料の配合率等も含む詳細な規格書を提出してください。
③ トレーサビリティに関する資料 … ２部 ※商品規格書に含まれている場合は省略可。
製造工程表、品質保証書（原材料調査票等）
、残留農薬検査等の資料を提出してください。
④ 商品 … ２ケ
対象商品（原物。サンプル不可）を提出してください。申請資料と別送も可。
⑤ 会社概要 … ２部
会社案内パンフレット、プリント出力など形式は問いません。
⑥ その他 … 各２部
商品パンフレット、研究データ、掲載情報など参考になるものがあれば提出してください。

＜ 申請資料の送付先 ＞
一般社団法人日本スーパーフード協会 「推奨マーク制度事務局」
〒107-0052 東京都港区赤坂 8-5-40 PEGASUS AOYAMA 350

TEL 03-5414-2831 FAX 03-5414-2832

■受理～審査～付与契約～商品発売までの流れ
本協会が申請資料を受理したあとの審査の流れについて説明いたします。
１．申請資料を受理後、本協会事務局より、
「申請料」の御請求書を送付いたします。
２．申請料のお振込みを確認後に、審査手続きを開始いたします。
審査の結果に関わらず必要となり返却いたしません。
３．審査後、事務局より付与適格決定の可否についてご連絡いたします。
４．付与適格決定の場合は、事務局より契約書と付与登録料の御請求書を送付いたします。
５．契約書の締結完了とお振込みの確認後に、「推奨マーク」のデータをお渡しします。
６．付与商品の発売時に、本協会ホームページで登録の公表をいたします。

本件に関するご相談は下記のメール宛てにお願いいたします。
メールの件名に、「推奨マーク制度への問合せ」と明記してください。
ｖ

info@superfoods.or.jp

メールではなく、電話・面談でのご相談を希望される場合は、
予め日時の予約をとらせていただきますので、
「面談希望」「電話相談希望」と本文中に書いてメールを送ってください。
日時の候補につきましては事務局から折返しのご連絡をさせていただきます。

